
 

 

 

 

 

継続の方の申込み・受付けの方法が変わります。 
9時 45分から申込みの順番を決める抽選会を行います。 

抽選で引いた番号順に、講座の受付けをします。 

昨年までのように、先着順での受付けとはなりませんので、

ご了承ください。 

受講対象者 ※平成 31年 4月 1日現在 

町内に住所を有する・・・ 

・６５歳以上の方、６０歳以上の老人クラブ会員、障害者手帳保持者 のいずれか 

目 的 

 「外出の機会が少なく閉じこもりがち」「友達や話し相手が少ない」「楽しみやはり合いがな

い」・・・そんな思いでいる高齢者の方々に出掛ける目的をもっていただき、生きがいのある「社

会参加の場」を提供するために開講します。 

※講座は初心者の方を対象にした内容になります。受講により技術を高める事を目的には

しておりませんのであらかじめご了承ください。 

 

申込について   

 下記及び中面に記載されている「申込に関するお知らせ」をお読みの上お間違いのないようお申

し込みください。  

 ・受付開始日 ４月１０日(水) 新規の方(全講座対象)   

 ・受付時間  ９：４５～１５：００（整理券の配布 ９：３０～ ） 

 ・受付開始日 ４月１１日(木) 継続者の方(コーラス・フォークダンス・フラメンコ) 

        ４月１２日(金) 継続者の方(伊勢型紙・陶芸・ステンシル・俳句) 

 ・受付時間  ９：４５～１５：００ 

★９：４５までにけやきホールに入られた方について、申込順の抽選会を実施 

 ・抽選の整理券配布 ９：３０～けやき２階けやきホール                  

  ※申込は直接けやきへお越しください(電話・ＦＡＸ・郵送は受付不可)。 

代理の方による申込みも可能です。ただし、抽選は一人 1回のみ可 

社会福祉法人 菰野町社会福祉協議会 ＴＥＬ０５９－３９４－１２９４ 

（菰野町保健福祉センターけやき内）    ０５９－３９１－２２１１ 



 

平成３１年度 けやき講座申込用紙 

左面の「申込に関するお知らせ」をお読みの上ご記入ください。 

 

ふりがな  年齢      歳 申込日   ／ 

氏 名  老人クラブ  加入 ・ 未加入 

電話番号  障害者手帳   有  ・   無 

住 所 〒５１０－     菰野町 

 

ご希望の講座に〇を付けてください。また、新規・継続のいずれかにも〇を付けてください。 

新規とは、初めて申し込みをする方、昨年度申し込みをしていない方です。 

継続とは、昨年度申し込みをしている方です。※左面参照 

 

コーラス 
（第１水、第３土） 

新規 (10日～受付開始) 

継続 (11日～受付開始) 

伊勢型紙① 

（第１金曜・午後） 

新規 (10日～受付開始) 

継続 (12日～受付開始) 

ﾌｫｰｸﾀﾞﾝｽ 
（第３月、第３木） 

新規 (10日～受付開始) 

継続 (11日～受付開始) 

伊勢型紙② 

（第２火曜・午前） 

新規 (10日～受付開始) 

継続 (12日～受付開始) 

フラメンコ 

（第２、４金曜） 

新規 (10日～受付開始) 

継続 (11日～受付開始) 

陶芸①Ａ 

（第１、２木曜・午前） 

新規 (10日～受付開始) 

継続 (12日～受付開始) 

・講座によって申込受付開始日が異なり

ますのでご注意ください。 

・同じ講座で、昨年度受講していたコー

スからコースを変えて申し込む場合は

「継続」になります。 

・新規、継続に関わらず全７講座(1１コ

ース)の中から一人 2 講座までとさせ

ていただきます。(2 回に分けて申し込

まれる場合も合わせて 2 講座までで

す。) 

陶芸①Ｂ 

（第１、２木曜・午後） 

新規 (10日～受付開始) 

継続 (12日～受付開始) 

陶芸② 

（第３、４火曜・午前） 
日程変更 

新規 (10日～受付開始) 

継続 (12日～受付開始) 

ステンシル① 

（第１月曜） 

新規 (10日～受付開始) 

継続 (12日～受付開始) 

ステンシル② 

（第４木曜） 

新規 (10日～受付開始) 

継続 (12日～受付開始) 

俳 句 

（第４月曜） 

新規 (10日～受付開始) 

継続 (12日～受付開始) 

□ 受講希望講座の「平成 31年度開催要綱」はお持ちですか？  はい  いいえ 

都合により日程が変更(変則)になっている場合があります。 

必ず開催要綱をお受け取りになり年間予定等をご確認ください。開催要綱は 1 階ロビーにあり

ます。受付期間中の 4/10～12は２階けやきホールでも配布します。 

 

申込は直接けやきにお越しください(電話・ＦＡＸ・郵送は受付不可)。 

代理の方による申し込みも可能です。 

なお、抽選は一人 1回のみ可。一度に一人で２人分以上の申込みをする事はできません。 

切 

り 

取 

り 



 

 

                                                         

                                 

◆申込受付開始日について 

新規者、継続者また講座によって申込受付開始日が異なりますのでご注意ください。 

 

〇新規の方(全講座対象) 

申込受付開始日 ４月 10日（水）９：４５～ ※9：30～２階けやきホールにて整理券配布 

 

〇継続の方 

コーラス、フォークダンス、フラメンコ の継続希望者 

申込受付開始日 ４月 11日（木）９：４５～ 申込順決定抽選会  

※9：30～２階けやきホールにて抽選順の整理券配布、抽選は一人 1回のみ 

 

伊勢型紙、陶芸、ステンシル、俳句 の継続希望者  

申込受付開始日 ４月 12日（金）９：４５～ 申込順決定抽選会 

※9：30～２階けやきホールにて抽選順の整理券配布、抽選は一人 1回のみ 

 

◆新規・継続の考え方 

新規とは、初めて申し込みをする方もしくは昨年度申し込みをしていない方 

継続とは、昨年度申し込みをしている方 

  ※注）同じ講座で昨年度申込していたコースからコースを変えて申し込む場合も「継続」とみ

なします。また欠席が多く実質受講できていなくても「継続」とみなします。 

 

◆申込できる講座の数は 2講座まで 

  新規、継続に関わらず全７講座（１１コース）の中から一人２講座までです。 

  ２回(２枚)に分けて申し込まれる場合も合わせて２講座までです。 

  同じ講座を２コース申し込む事はできません。 

 

◆申込締切 

 ４月２３日（火） 各講座共に定員になり次第締め切りをさせて頂きます。 

 

◆その他 

・代理の方による申し込みも可能です。 

・申込受付開始日が異なる講座を希望の場合は、申込用紙が２枚必要です。 

  予備の用紙は、けやき１階ロビーに置いてありますのでお取りください。 

 ・４月中に当方から連絡が無ければ「受講可」とご判断ください。改めての通知は行っておりま

せんのでご了承ください。 

 

 



 

 

【講座内容】詳細は平成 31 年度開催要綱をご確認ください。 

 

講座名 
開 催 予 定 

コースなど 

定

員 
時 間 開講日 

講師 

(敬称略) 

受講料 

その他 

コーラス 毎月第１水曜及び第３土曜 80 
水 13：30～15：00 

土 10：00～11：30 
５月１８日 広瀬ふさえ 

年間で 300円 

（譜面代として） 

●開講日注意 

フォーク 

ダンス 
毎月第 3月曜及び第 3木曜 45 

月 13：30～15：00 

木 10：00～11：30 
５月１６日 森 幸恵 

無料 

男性もどうぞ 

フラメンコ 毎月第 2･4金曜 30 10：30～11：30 ５月１０日 柴田宴美 
無料 

男性もどうぞ 

伊勢型紙 

① 毎月第 1 金曜 25 13:00～15:00 ５月１０日 

田中勝二 

年間で 1,000円 

(スプレーのり、ラッ

カー代等として) 

他、材料費も必要 

●開講日注意 

② 毎月第 2 火曜 25 10:00～12:00 ５月１４日 

陶芸教室 

①Ａ 毎月第 1･2木曜 20 10:00～12:00 ５月９日 南川祐作 
年間で 2,500円 

（釉薬代等として） 

他、材料費も必要 

●開講日注意 

①Ｂ 毎月第 1･2木曜 20 13:00～15:00 ５月９日 南川祐作 

② 毎月第 3･4火曜 20 10:00～12:00 ５月２１日 西田真也 

ｽﾃﾝｼﾙ 

(型染め) 

① 毎月第 1 月曜 10 10:00～12:00 ５月１３日 

梶島由紀 
材料費等必要 

●開講日注意 
② 毎月第 4 木曜 10 10:00～12:00 ５月２３日 

俳 句 毎月第 4 月曜 15 10:00～12:00 ５月２７日 宮内昭男 無料 


